
函館店

開催コース ＆トレーナー紹介

函館店

トレーナー紹介

染野 公祐 Kosuke
Someno

【丁寧なサポート】をモットーに

寄り添い、お客様にとって実りの

ある時間を提供致します。

私と一緒にご自身の理想へと

近づいていきましょう！

私の強み

◇ トレーナー歴 5年

◇ サッカー歴 12年

◇ 提供したサポートで

-15㎏の減量成功経験あり

◇ ADI ・ AFFA PC の資格あり

担当可能コース

・フリーウエイトサポート
・自体重メニュー など

・4,8,12回のコース別
・食生活サポート

・ヨガスキルアップ
・ヨガde姿勢改善

・肩すっきりトレーニング
・腰すっきりトレーニング
・ストレッチ など

・ダンス基礎
・ラテン など

・はじめてクロール
・すいすいクロール
・はじめて平泳ぎ など

・つまずき防止
・マラソン

☆ 痩せる専門コース

☆ 筋トレ特化コース

☆ ボディケアコース

☆ 身体機能向上コース

http://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pkhakodate.pdf
https://www.holiday-contents.com/personal-lp/
http://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pyhakodate.pdf
http://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pbhakodate.pdf
http://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pdhakodate.pdf
http://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pswhakodate.pdf
http://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/psihakodate.pdf
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店長メッセージ

竹内 捺芽 Natsume
Takeuchi

☆ 痩せる専門コース

☆ 筋トレ特化コース

☆ ボディケアコース

☆ 身体機能向上コース

運動を20年以上続けています！

その様々な経験を踏まえて正しい

食事・運動をお伝えします！

一緒に運動の楽しさ、目標達成の

喜びを味わいましょう！

◇日本トレーニング指導者協会認定

JATI-ATI

◇健康・体力づくり事業財団認定

健康運動実践指導者

◇PHI Pilates Japan認定

PHI Pilates ACTSコース

お客様へ向き合う気持ちが強

く親身なサポートのできる担

当者です。心が折れそうな時

でも背中を押してくれる元気

の良さがあります！

青島 詩織 Shiori
Aoshima

☆ ダンス専門コース

これであなたもダンスマスター！

１からゆっくり丁寧にご案内致し

ます！楽しくダンススキルを身に

付けませんか？

身体もシェイプアップで一石二鳥♪

◇ ・ジャズダンス ・ヒップホップ

・ガールズヒップホップ ・バレエ

・テーマパークダンス ・K-POP 経験あり

◇ダンス歴16年

◇ダンス指導歴5年

◇ダンス系専門学校卒業

ダンス歴は驚異の16年！

ダンス大好きスタッフです！

指導歴も豊富で基礎から、

スキルアップまで幅広い要望に

応えてくれます！



中川 直弥 Naoya
Nakagawa

私の強み

担当可能コース

☆ 水泳専門コース

☆ 筋トレ特化コース

店長メッセージ

トレーニング指導はもちろん

泳ぎの指導も得意です！

自転車で日本１周を経験する

など行動力ピカイチ！お客様

の結果を出す為行動します！

近藤 祐介 Yusuke
Kondo

私の強み

担当可能コース

☆ 筋トレ特化コース

店長メッセージ

自身のトレーニング経験を活かし、

それぞれの体型や目的に合わせた

トレーニングメニューを提案させ

ていただきます。

筋肥大、スタイルアップなど

何でもご用命ください。

函館店の従業員の中で最古参
のベテランスタッフです！
長年多くのお客様の指導をホ
リデイで続けてきたからこそ
のアドバイス・フォローがで
きます！

◇ 体育会系大学卒業

◇ スポーツ歴 13年

◇ トレーナー歴 5年

◇ 老若男女を問わず

サポート実績多数

勉強が好きなので新しい知識を取

り入れつつ、自身のトレーニング

を行っています。

そんな経験を活かして効率的な

トレーニング・食事をサポート

します！

◇ トレーナー歴 7年

◇ トレーニング歴 8年

◇ １２０名以上の方にトレーニング

メニュー作成実績あり



竹中 陽斗 Hiroto
Takenaka

私の強み

担当可能コース

☆ 筋トレ特化コース

店長メッセージ

常に“誰かの為”に考え・動ける

スタッフです！現在学んでいる

栄養学の知識も活かしながら、

お客様の変化と喜びを自身の糧

にしサポートします！

鈴木 健太 Kenta
Suzuki

私の強み

担当可能コース

☆ 筋トレ特化コース

店長メッセージ

◇自身のトレーニングにて

2ヶ月で-6kg・体脂肪率-6％の

減量成功経験あり。

◇トレーニング歴 4年

誠実さが売りのまじめなスタッフ
です！自身のトレーニング経験を
活かした “ケガをしない”
トレーニングの指導ができます！
健康的な身体を作りたい方はぜひ
ご指名を！

現在大学で栄養士と健康運動実践

指導者の資格勉強中です！その学

んだ知識と自身のトレーニング経

験を活かして、食事と運動の面か

らダイエットのきかっけ作りをし

ていきます！

◇ スポーツ栄養コースの大学在学中

◇ スポーツ歴 13年

◇ サポート指導多数

日々ボディメイクを目的にトレー

ニングに励んでいます。

「正しいトレーニングで理想の

身体に」をスローガンに健康的な

身体作りを共に目指しましょう！



蛯沢 亮太

私の強み

担当可能コース

店長メッセージ

北島 千晃 Chiaki
Kitajima

自身の経験を活かしながら効率の

良いトレーニングを提供し、短期

間で良い結果へと繋げてみせま

す！今よりトレーニングのやる気

を高めたい方もお任せください！

私の強み

担当可能コース

☆ ヨガ専門コース

店長メッセージ

お客様の身体の長所・弱点を見つ

けることが得意です。自分の身体

を知ることで運動効果を更に高め

ていけます。今よりも運動の理解

を深めてみませんか？

開業から長く支持されてい

るトレーナーです！

トレーニングの知識も豊富

であり、信頼感は店長お墨

付きです◎

☆ 痩せる専門コース

Ryota
Ebisawa

◇ 安全なフォームを伝えられる

◇ 身体の使い方に詳しい

◇ 栄養学の知識あり

◇ 現役パーソナルトレーナー

◇ 筋トレ・有酸素どちらも自信あり

◇ 全米ヨガアライアンスRYT200

◇ 一般社団法人国際ウェルネスケア

協会認定ヨガインストラクター

◇ マタニティヨガ、女性のためのヨガ、

中医学など多数の資格保有

日々学ぶ姿勢を止めない常に

進化し続けるインストラク

ターです！ヨガの知識も豊富

で身体の悩みを解決してくれ

ること間違いなしです！

https://reserve.holiday-sc.jp/reserve/schedule/136/318/

